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プロジェクトの概要 

タイの一村一品運動商品は、OTOPと呼ばれている。OTOP（One Tambon One Product）と

は、タイ国中央政府主導の各地域の伝統的生産技術を用いて地場産業を育成し、優れた商品を開

発することを目指した一村一品運動で生産される商品のことである。もともと、一村一品の考え

方は 1980年から大分県の全市町村で始められた地域振興運動で、1979年に当時の大分県知事で

ある平松守彦氏により提唱されたものだ。 

そういった点で日本との関わりも深いとも言える OTOP商品を、日本市場で販売促進していく

ためにはどのような戦略をとればよいのか、マーケティング企画を立案し、タイ国政府貿易セン

ター大阪でその企画をプレゼンテーションするのがこのプロジェクトの目的だ。そして、その企

画は来年、あるいは再来年度タイの貿易振興局に申請され、認可されるとタイ国の国家予算を使

って実際に日本で実行される。 

現在 OTOP 商品は 11 万アイテム以上あり、その内容は食品・飲料からファッション，雑貨・

インテリアなど多岐にわたる。しかし、それら OTOP 商品は日本において極めて認知度が低く、

市場がとても小さい。そのため、当プロジェクトの目標は企画が実際に実行されることによって

日本での OTOP認知度の向上とそれによる OTOP商品の輸入・販売を促進することである。 

 

     

↑7月 24日（土）タイフェスティバルでのアンケート調査の様子 
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スケジュール 

4月 11日(金) オリエンテーション 

4月 18日(金) 役職・チーム分けなど 

4月 25日(金) ゲストスピーカー講義 アンドウ(株) 代表取締役：安藤一郎氏 

5月  9日(金) ゲストスピーカー講義 国際一村一品交流協会理事長：内田正氏 

5月 16日(金) OTOP商品の現状、消費者意識調査について 

5月 24日(土)/25日(日) 消費者意識調査の実施 @THAI Festival in OSAKA 

5月 30日(金) 消費者意識調査の整理・分析・考察 

6月  6日(金) 企画の実践 

6月 13日(金) 企画の実践 

6月 20日(金) 企画の進度について中間発表 

6月 27日(金) 企画の実践 

7月 4日(金) 企画の実践 

7月 11日(金) 企画の実践 

7月 18日(金) 最終プレゼンテーション・リハーサル 

7月 25日(金) 最終プレゼンテーション @タイ国政府貿易センター大阪 

7月 27日(日) 春学期成果報告会 @京田辺キャンパス 

 

 

  ↑5月 30日（金）タイフェスでのアンケート調査の分析・考察の様子 
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成果・達成度 

7月 25日に、タイ国政府貿易センター大阪にて 3つのグループによるマーケティング企画のプ

レゼンテーションが行われた。当日は、この授業の担当者でありタイ国政府貿易センター大阪の

センター長であるスパット先生に加えて、副センター長 2 名の方々の前で、各チームが当プロジ

ェクトの集大成としての最終プレゼンテーションを行った。いずれのチームの企画提案内容に対

しても多くの質疑応答が繰り広げられ、場は非常に盛り上がりを見せ、貿易センター側からは好

反応が得られた。 

また、7月 27日に行われた成果報告会では、リーダーによる 3分間のショート・プレゼンテー

ションと、メンバー全員によるポスターセッションを経て、2014 年度春学期に実施された 16 の

プロジェクト科目のうち最優秀賞に選んでいただいた。この結果に対しては担当者であるスパッ

ト先生も大変喜んでおられ、私たちプロジェクト受講者としても、最終プレゼンテーションの結

果に続きこのような賞をいただくことができ、大変嬉しく思っている。 

 

 

 

 

 

  ↑7月 27日（日）成果報告会での様子 
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活動報告① 

◇◆ Team Giant Elephant ◆◇  

≪メンバー≫ 

・経済学部 経済学科 4年 岩永 七海 

・政策学部 政策学科 4年 中井 めぐみ 

・経済学部 経済学科 3年 梶山 英良 

・文化情報学部 文化情報学科 3年 行平 朋恵 

・法学部  政治学科 2年 中田 成果 

 

≪活動頻度≫ 

週１の講義時間以外にミーティング／スカイドライブを通しての情報共有 

 

≪企画の話し合いの流れ≫ 

タイフェスティバルでのアンケート結果を通して、それぞれが OTOPブランドを日本市場へと

広げていくためには、どのようなマーケティングを行っていく必要があるかを調べ、それぞれの

案を発表した。それらをもとに、タイに訪れる女性旅行者をターゲットに絞り、彼女たちが購入

するお土産に焦点を当てて、マーケティングプランを練った。講義ではおおまかな流れをきめ、

それぞれがマーケティングについての知識を勉強しながら、担当を分担して調べ、講義以外の時

間に集まり話し合いを重ねた。 

 

≪最終の企画提案内容≫ 

「自宅で簡単タイエステ」 ターゲットを女子旅で来る日本人旅行者（20 代～30 代）に絞り、

OTOPタグを付けたハーブボールをタイ土産の目玉商品とし、販売することを通して、OTOPブ

ランドの知名度を上げる企画を提案した。 

今回の提案ではハーブボールに OTOPタグを付け、またカラフルに色付けする事、そして小さ

めな製品を生み出すことで従来までの顧客層と異なり、若い女性のお土産向けの商品として売り

出していこうと考えた。タイの強みであるハーブの豊富さ、電子レンジで簡単に温められる手軽

さ、またインテリアのような可愛らしいデザインを提案する事で、購買欲の強い若い女性に受け

入れられることを狙った。ハーブボールを通して OTOPを知ってもらうことで、そこから口コミ

等の波及効果により OTOP の認知度を上げていこうと考えた。宣伝方法としては、日本国内では

タイフェスティバルに訪れる来場者へのハーブボール体験、SNSの利用、タイ国内では空港に宣

伝用ポスターを設置、OTOP 店でキャンペーンを実施してもらうなど考えた。女性たちがお土産

として購入後、効用・希少性・ビジュアル的視点から口コミが広がり、口コミをもとにハーブボ

ールを通して OTOPの知名度をあげるマーケティングを提案した。 

 

【文責】中井 めぐみ 
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活動報告② 

◇◆ Team Green Banana ◆◇ 

≪メンバー≫ 

・商学部  商学科 3年 荻本 寛之 

・法学部 法律学科 4年 豊崎 諒 

・法学部 政治学科 4年 盛本 真由 

・グローバルコミュニケーション学部 グローバルコミュニケーション学科 2年 竹島 加純 

 

≪活動頻度≫ 

全員での活動頻度は主に週１回の授業内のみで、毎週それぞれ事前に調査してきた内容を共有

した。 

 

≪企画の話し合いの流れ≫ 

まずOTOP製品について、利点と欠点を書き出した。利点として挙げられたのは質が良いこと、

ひとつひとつ手作りの物が多いこと、エスニックなデザインであることなどだ。その一方で、実

用性には欠ける、価格が高いなどの欠点により、付加価値を伝えなければ基本的な機能を満たす

他の比較的安価な製品には、需要が劣るということに気が付いた。 

 

≪最終の企画提案内容≫ 

これらの考察の結果考え出したのは、ギフトマーケティングである。ギフト選びの際の志向と

して、あまり安価な物はあげられないこと、欲しいとは思うが自分では普段買わない物やいくつ

あっても良い物を選ぶことなどが挙げられる。これより、ギフトマーケティングでは OTOP製品

の欠点を利点として捉えることができるのではないかと考えた。主にギフト購入者が多い百貨店

やデパートなどで取り扱ってもらう計画である。 

またギフトとして売り出すためには贈り手、貰い手、双方の安心と信頼を図るため商品のブラ

ンディングが必要だと判断した。そのために、まずは OTOPの公式ウェブサイトをつくり商品の

写真や説明を載せる、それと同時に商品の付加価値を伝えることも目的とした。その上、インタ

ーネットでの販売も行えば新たな販路開拓にもなる。 

タイ貿易センターの方々に向けて行った最終プレゼンテーションでは、上記の「ギフトとして

OTOP 製品を販売する」「OTOP の公式ウェブサイトをつくる」という二つの企画を“贈り手、

貰い手、作り手の３つの気持ちが動くマーケティング”と題して提案を行った。 

貿易センター側からは、ウェブサイトをつくったとしても閲覧する人はいるのだろうかという

指摘があったが、それについては商品のタグに QR コードなどを記載して消費者にアクセスして

頂く、また他のタイ関連のウェブサイトにリンクを貼ってもらうことを提案した。 

 

【文責】竹島 加純  
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活動報告③ 

◇◆ Team Green Curry ◆◇ 

≪メンバー≫ 

・社会学部 メディア学科 3年 二村 実里 

・商学部     商学科 4年 成田 香輝 

・政策学部   政策学科 4年 佐伯 諒 

・政策学部   政策学科 3年 森田 美七海 

・法学部    政治学科 2年 中明 愛 

 

≪活動頻度≫ 

 授業時間とは別に週に 1,2回程度集まり、ラーニング・コモンズにて議論を行った。 

 

≪企画の話し合いの流れ≫ 

 ４P分析、SWOT分析で OTOPをとりまく現状を考察し、そこから見える課題を解決する策を

検討した。中間発表の段階では、販路拡大を中心に話し合いを進めていたが、議論を繰り返す内

に OTOP商品のデザインを工夫しなければ、我々がターゲットとする若者の女性には受け入れら

れにくいと考えた。そこで販路拡大に加え、OTOP 商品のブランディングにも注力する方向で話

を進めた。発表に向けて、実例をいくつも挙げて OTOP商品に当てはめて考察することで、聞き

手にもイメージしやすいように工夫した。 

 

≪最終の企画提案内容≫ 

✓ブランディング 

 OTOP 商品が若者に馴染みにくいデザインな上に、実用性が低いという課題を解決すべく、日

本の芸大生と OTOPのデザイナーが共同で日本人にも受け入れられるデザインを考案した。タイ

と日本の伝統的要素が融合することで、互いの良い所を残しつつ若者にも受け入れられる商品が

できるであろう。京都市を例にあげると、京都美術工芸大学では「伝統を活かして新たな価値を

生み出すこと」「実際のプロモーションまでを意識した商品づくり」に注力していることもあり、

新デザイン考案に適していると考えた。 

✓流通 

 タイフェスティバルでのアンケート調査や実際のフィールドワークの結果、OTOP 商品を目に

することがほとんどないという現状から、カタログギフト・雑貨屋での販売を提案した。カタロ

グギフトでは、自分ではなかなか買うことがない商品もギフトという形であれば気軽に手に入れ

ることができる。これは冠婚葬祭をメインに広めていこうと考えた。雑貨屋での販売は、natural

調、antique 調の店舗を中心に販路拡大を考えた。店側のメリットとしては、社会貢献によるイ

メージアップ、タイ政府認定という安心感がある。以上の２つの視点から販路拡大を狙った。 

 

【文責】佐伯 諒  
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プロジェクト受講者の感想 

このプロジェクトのリーダーをやらせていただいてよかったと心の底から思っています。プレ

ゼンは全班ともうまくやれたし、成果報告会では投票の結果、全 16プロジェクトの中で最優秀賞

にも選ばれました。何も思い残すことないくらいの結果が出ました。そんなプロジェクトのリー

ダーをやれたことを本当に誇りに思います。この結果はメンバーや先生方はもちろん、教務課の

方々、その他大勢の人たちとの協力関係によって得られたものです。 

高校時代に学祭実行員会で委員長をやり、多忙な日々を過ごしました。その時にリーダーとし

て至らなかった点がありリベンジしたいとずっと考えていました。このプロジェクトでリーダー

をやったことでリベンジが果たせたと考えています。しかし、また新たにリーダーとして課題が

出てきました。今後はその課題に取り組もうと思っています。       （荻本 寛之）  

 

私がこのプロジェクト科目を履修した理由は、二点あります。一点目は、元々タイに住んでい

た経験があり、タイに対する関心・想いが強かったためです。二点目は、4回生という学年であ

り来年就職することを考えると、マーケティングのについて学んでみたいと思ったからです。そ

のような思いを抱きながら春学期のプロジェクトに取り組みました。結果的に、タイに関する知

識が深まりましたが、マーケティングに関しては学ぶことが少なかったです。また、各回のスケ

ジュールが最初から全て決まっていたため、受動的に決められたことを成してきた印象がありま

す。ただ、非常に良いメンバーとともに取り組むことができ、素晴らしい経験になりました。 

（豊崎 諒）  

 

このプロジェクトは今回が初年度と言うこともあり、学生は勿論教授陣も含め全員が手探りの

状態からスタートしました。初期は私たち自身の OTOP商品に関する知識も乏しく、自分達は今

何をやっているのか、最終目標は何なのか、何をもって成功と言えるのかをはっきりとは分かっ

ていませんでした。しかし OTOPを広めていく上でのターゲットとも言える、タイフェス来場者

へのアンケート作成をきっかけに、全員がマーケティング企画に向けて目的意識を持って行動で

きるようになったと感じます。成果報告会では自分達の改善すべき点が沢山見つかったので、よ

り良いプロジェクトとなるようここで終わらず、来年の後輩たちに繋げていきたいと考えていま

す。                                 （盛本 真由）  

 

このプロジェクト科目には、他学部、他学年、タイ在住経験有りなどという多様な学生が集ま

り、それぞれの異なる視点を利用して企画を進めることが出来ました。反省点としては、3つの

グループに分かれて 3つの企画を行ったため、他の 2つのグループの内容に関して完全に把握す

るのが困難であったことです。またそれぞれが方向性の統一されていない提案になってしまった

ように思います。全体で 1つの企画といった方がより詳しく調査でき、より深く掘り下げて考察

できたのではないかと思いました。他のプロジェクトに比べ、このプロジェクトは企画のプレゼ

ンテーションまでであるが故に、成果を実感することは困難でしたが、企画までのプロセスを学

ぶ非常に良い経験となりました。                     （竹島 加純） 
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今回のプロジェクトに参加して、マーケティングの基礎的知識について、また事業企画の立て

方を学び、出来上がった企画内容を第三者に伝える難しさそうした沢山の経験が詰めたと思いま

す。特にタイ貿易センターで実際にプレゼンテーションを行えた事は自身にとってとても大きな

経験でした。また、今回のプロジェクト科目のメンバーには分析力あるメンバー、アイデアマン、

また国際的なバックグラウンド等様々な個性があり、そうした中でサブリーダーとしてリーダー

シップを発揮しなければならなかった半年間は大変刺激的でした。     （岩永 七海） 

 

プロジェクト科目を受講した私は、海外製品の日本市場でのマーケティング戦略を立案する能

力を身に付けたいと考えていました。実際に、アンケート調査を実施し得られたデータを基に分

析、仮説を立て、企画を立案していくというプロセスの繰り返しでした。しかし、企画を立案す

るにあたって実現性、アイディア性など、求められのものが多くまた正解がないということから、

不安ながらもチームの仲間と考え、最終プレゼンテーションの企画を考えました。自らで考え、

チームで考え、行動し、それらをまとめてひとつの形に仕上げることができ、己の成長へともつ

ながったプロジェクト科目でした。                  （中井 めぐみ） 

 

私はこのプロジェクト科目を受講できることになった時、嬉しかった反面、マーケティングに

もタイにも知識がない自分が周りの優秀な学生についていけるのか不安でしたが、市場調査の分

析において、私が所属する文化情報学部での学びを活かして貢献することができ、自分に自信が

つきました。 企画案を考える時、明確なゴールは用意されておらず、ゴールさえも自分達で考え

なければいけないという、ゼロからの企画は大変難しかったです。チームで協力しながら１つの

案を完成させた経験から企画や課題解決の難しさを学んだと共にそれらの面白さも学ぶことがで

き、このプロジェクト科目での学びは私にとって有益なものになりました。 成果報告会では、自

分達のプロジェクトが最優秀賞に選ばれ、その喜びや達成感は大変大きなもので、この授業をと

って本当に良かったと感じました。                   （行平 朋恵）  

 

 マーケティングは本当に難しく、理論は確立されているが、その通りにしても必ずしも成功す

るわけではないと学びました。しかし、上回生の先輩方がしっかりとリーダーシップを発揮して、

このプロジェクトを引っ張ってくれました。報告会で最優秀賞をいただけたのもこの先輩方の努

力があったからこそだと思います。今回このプロジェクトには正直あまり関われず、先輩方に任

せてばかりいたのが最も大きい反省点です。もっとできたことがあると今になって思うとすごく

申し訳ないです。来年もプロジェクト科目を履修して今度こそはしっかり関わりたいと思います。

この科目は座学だけでは学べないことが沢山詰まっていました。楽しく学べたと思います！ 

（中田 成果）  
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当プロジェクトでは、自分の好きな国であるタイの商品に関わることができ、非常に有意義な

経験ができました。非常に自由な環境の中で、マーケティングの企画を考えることは、難しいこ

とでもありました。しかし、チームのメンバーと協力することで、各メンバーの意見を取り入れ

た１つの企画を作ることができました。チームとしてだけでなく、クラスとしても力を出し切れ

たこと、また、その環境を作ってくださった先生方にも感謝しています。今回このプロジェクト

科目に参加できたことを非常に嬉しく思います。              （二村 実里） 

 

当プロジェクト科目では、学部での授業とは異なり学部や学年を超えてプロジェクトに関わる

ことができる、とても貴重な経験でした。時間が限られていたこともあり、時間の配分があまり

うまくいったとは言えないものではありましたが、限られた時間の中、チーム内で協力して少し

でも時間の有効活用をしようと試みた結果として、いろいろ抜けはあるものの１つの企画を作り

あげることができました。まだまだやり足りないことはありますが、タイ貿易センターでのプレ

ゼンでのセンター員の方々の反応や最終報告会での結果など成果を少しは残せたのではないかと

思います。今回たくさんの応募が殺到した中、参加することができたことをうれしく思い、その

ような機会を与えてくださった方々に感謝しております。           （中明 愛） 

 

最初は企画の方向性が定まらず、ただただ時間が過ぎていくだけで焦りを感じていました。し

かし、その分毎週の集まりでは各自が情報収集してきて何度も議論を重ねることで、最終的には

素晴らしい企画を提案することができました。壁にぶつかったとき、すぐ諦めて違う道を探すの

ではなく、諦めずにぶつかっていけば壁は壊せるということを、経験できたのは私の人生におい

て大きな財産となりました。メンバーのみんな、迷惑かけたけど、最後までありがとうございま

した！                                  （佐伯 諒） 

 

私自身、専門で勉強して来たマーケティングをアウトプットする場としてとてもいい経験が出

来ました。学術的ではなく、実践として行う為にフィールドワークやディスカッションを繰り返

したことは大学生活の中でもとても有意義だったように思います。 

当プロジェクトは今年初の試みということで、私達がモデルケースを作っていける面白みがあ

りました。ただ、終わってからの感想としてはやはり半年という短い期間の中で海外との関わり

を作るのはかなり難解に感じました。今後の大学への要望としては、是非来年度は 1 年間のプロ

ジェクトで受講生が余裕を持ってもっと深く追求しているようなプロジェクトにしていっていた

だきたいです。                            （成田 香輝） 

 

OTOP 商品のマーケティングという実践を通すことで、座学で学んだ知識が自分のものになっ

ていくと感じました。知識をもっていることと実際に実践することでは全く違う世界だと思いま

した。今回のプロジェクトで、自分の力の無さ、そしてアウトプットの重要性を学ぶことができ

ました。普段マーケティングを学ぶことがなかった自分ですが、先輩や同じ受講生、先生方たち

のおかげでとても有意義な時間を過ごすことができました。 

                                   （梶山 英良） 
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 私は将来、日本とタイを繋ぐような仕事に就きたいと考えています。今回のプロジェクト科目

では、アンケート調査やメンバーとの話し合いを通じて日本人のタイ商品に対する意識を知るこ

とができた一方で、貿易センターの方のタイ商品に対する想いも感じ、消費者のニーズと商品の

作り手側の想いをいかに擦り合わせるかという難しさを感じました。しかし、そのような困難の

中でも、チームメンバーと話し合いを重ね、それぞれが独自のアイディアを出し合うことで、提

案内容をブラッシュアップさせることができたと思います。 

また、私は春学期終了直後より、タイのチェンマイに留学中です。チェンマイではモノづくり

の現場をたくさん見学し、これからもより一層タイ商品への理解を深め、日本など諸外国への流

通の可能性を探りたいと思っています。当プロジェクトに参加することができ、本当に良かった

です。ありがとうございました。                    （森田 美七海） 
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さいごに 

 先に掲載した受講者の感想からも垣間見られるように、当プロジェクトを通して私たちは様々

な学びを得ることができた。このような貴重な経験をすることができたのも、当プロジェクトに

関わってくださったすべての方々のおかげである。 

私たちの企画内容に適確なご意見やアドバイスをくださった、科目担当者のスパット先生や科

目代表者の川浦先生。授業のサポートをしてくださった、川村さんをはじめとするタイ国政府貿

易センターの方々。会社にお招きいただき、いろいろなお話を聞かせてくださったアンドウ株式

会社の安藤氏。ご講演のために大分県よりお越しくださった国際一村一品交流協会理事長の内田

正氏。教務課の方々。タイフェスにてアンケートに答えてくださった一般の方々。その他、この

プロジェクトに関わってくださったすべての方々にこの場を借りて感謝の意を表し、活動報告を

締めくくりたい。 

 

 

 

 ↑4月 25日（金）ゲストスピーカーの授業にて 

 

2014年 8月 8日（金） 

【編集】森田 美七海  


